
 

  

 

令和４年度 区内生涯学習交流事業 九段オープンラーニング 

利用者の皆さまとつくる九段生涯学習館を舞台とした祭典『九段フェス』。 

今回のテーマ「smile」にちなんで、笑顔が広がる企画をたくさんご用意しています。 

生涯学習やサークル活動に興味のある方、どなたでもぜひお立ち寄りください！ 

3
15（水）     ━     19（日） 

 

 

 

 

薪割り体験をしよう！ 

10:00～11:30/13:00～14:30 

＊対象：5 歳以上 
（未就学児は 18 歳以上の保護者同伴） 

＊講師：久保田祥伍 氏 
（NPO 法人国際自然大学校） 

         ほか千代田区子ども自然教室ボランティアスタッフ   
薪割り機（キンドリングクラッカー）を使ってみよう！ 
   
 

紙芝居上演会！（各 10分） 

12:00～/15:00～/16:00～ 

＊講師：山田あき子 氏 

（日本語で楽しくつながる悠々人）ほか   
九段フェス 2023-smile-にちなんで、みんなが笑顔になれる

お話を用意しました。ぜひ観に来てくださいね！ 

主催・会場 九段生涯学習館 
（入場無料／一部のミニ講座は事前申込み・材料費が必要） 

 
■東京メトロ東西線・半蔵門線／都営地下鉄新宿線 

「九段下」駅下車 6 番出口前 

※駐車場はありません。公共交通機関でご来館ください。 

 

ギャラリー展示 
 
 

3月15日（水）- 19日（日）10:00～20:00 
 

☺ 九段生涯学習館の取り組み紹介パネル展示 

☺ スタッフによるギャラリー利用説明会 
   15 日（水）15:00～/16 日（木）19:00～/17 日（金）10:00～ 

☺ サークルの紹介スライドショー 

☺ 笑顔をつなぐダンスリレー動画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※画像はイメージです 

 

【参加サークル】オカリナ千代田～なごみ～、香道慶風会、スペイン刺繍、 

東京あいか庵、筆クラブ、ボイス・ラボ ほか舞台発表サークル（全19団体） 

 

19 日（日）開催！ 

ミニイベント 



 

 
〒102-0074 東京都千代田区九段南 1-5-10 
電話 03-3234-2841 FAX 03-3262-7460 
HP https://www.kudan-ll.info/ 

 

 

 

 

 

 

水墨画ミニ体験！ 
小作品を描いてみよう 
13:00～14:00 
＊材料費：500 円 
＊定 員：15 名 
＊講 師：中野淳子 氏 
    （国際墨画会 師範）   
基本的な技法を学び、竹やススキを描いてみましょう。 

 

ファイナンシャルプランナーによるお金の話 
10:00～11:00  
＊定 員：30 名 
＊講 師：大地恒一郎 氏（ファイナンシャルプランナー、AFP）   
お金の相談室（各 30分） 
12:00～/12:40～/13:20～/14:00～/14:40～/15:20～ 
＊定 員：各回 2 名 
＊講 師：井上昇 氏（ファイナンシャルプランナー、CFP®）ほか   
講義形式＆個別相談で、NISA、年金、電子マネーの普及 
など、これからのお金の不安をアドバイス。 
 
 

親子で考えよう！ 防災リュックの中身     
10:30～11:30                       

＊対 象：高校生以下の子どもとその保護者 

＊定 員：10 組 20 名（保護者 1 名につき子ども 2 名まで） 

＊講 師：後藤悦子 氏（NPO 法人ママプラグ）   
緊急時に持ち出すものは家庭ごとに異なるもの。 
我が家のリュックを楽しく考えてみましょう！ 

 
オリジナル消しゴムはんこを作ろう 
13:30～15:00 
＊材料費：250 円 
＊対 象：中学生以上 
＊定 員：10 名 
＊講 師：田村梓 氏 
（ハンドレタリング・スタンプ作家）   
Instagram も大人気！ 
TAM’S WORKS の消しゴム 
はんこを作ります。 

 

万年筆を診る・ペンクリニック 
16:30～17:30 
＊定 員：12 名 
＊講 師：宍倉潔子 氏（(株)サンライズ貿易 ペンドクター）  
ペンドクターが万年筆の不調をチェック・調整します。 
お家に眠っている万年筆はありませんか？ 

18 日（土） 

19 日（日） 

詳細 

問合せ 

 

舞台発表 
 
 

3月19日（日）10:00～18:00 
 

☺ 九段生涯学習館で活動するサークル（計25団体）が日ごろの成果を発表 

  ＼お気軽にお立ち寄りください！／ 

※画像は昨年度の様子 

☺ 多彩なラインナップで参加しやすい 

ミニ講座を開催/事前申込み制 

 

お申込み 

2 月 21 日（火）10:00～/電話にて受付開始（先着順） 
※HP からはお申込できません。予めご了承ください。 

※対象が設定されていない講座はどなたでもお申込みいただけます。 

生涯学習ミニ講座 

TIME -TIME TABLE- タイムテーブル TABLE 

時間 団体名 ジャンル 

10:05 - 10:20 フォーク＆ポップスの会 歌・楽器演奏 

10:25 - 10:40 千代田区武術太極拳同好会 太極拳 

10:45 - 11:00 腹式呼吸クラブ 朗読 

11:05 - 11:20 アルベルネ・ユーゲント・コール 混声合唱 

11:25 - 11:40 ちよだオペラ座 カンツォーネ 

11:45 - 12:00 ちよだこども音楽ひろば リトミック 

12:05 - 12:20 九段くすの木コーラス 女声コーラス 

12:25 - 12:40 九段ハーモニカクラブ ハーモニカ演奏 

12:45 - 13:00 朗読の会さくら 朗読 

13:05 - 13:20 九段居合クラブ 居合道 

13:25 - 13:31 日舞を楽しむ会 中村流 日本舞踊 

13:35 - 13:50 テネシームーン普及協会（T・M・F） カントリーソング 

13:55 - 14:10 diamond-Z リーディング公演 

14:15 - 14:30 日本の古典「能」に親しむ会 謡・仕舞 

14:35 - 14:50 千代田区文化芸術協会 木管五重奏 

14:55 - 15:10 ピッコロ クラシック歌唱 

15:15 - 15:30 東風アンサンブル 混声合唱 

15:35 - 15:50 霞ヶ関男声合唱団 男声合唱 

15:55 - 16:10 レザルウェットコーラスグループ シャンソンコーラス 

16:15 - 16:30 デュッセルドルフ千代田男声合唱団 男声合唱 

16:35 - 16:50 横笛同好会「一音会」 横笛演奏 

16:55 - 17:10 Joyful Voice Chiyoda ミュージカルソング 

17:15 - 17:30 今出川 GIEDE 男声合唱団 男声合唱 

17:35 - 17:50 
アロハプープー・プープーヒヌヒヌ 

（サークルコラボレーション） 
ウクレレ 

 

※感染症等の状況により、事業内容が中止・変更となる場合がございます。予めご了承ください。 

九段フェス2023-smile-の様子は後日ダイジェストにまとめて 

九段生涯学習館公式YouTubeチャンネルへアップロードいたし 

ます。あわせてお楽しみください。 

※発表時間は、前後する場合がございます。予めご了承ください。 

※参加時はマスクの着用など、新型コロナウイルス感染症防止対策にご協力をお願いします。 


